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はじめに

　この書籍では、主に医学生や若手医師向けに今知っておくとおトクに実
践できるノンテクニカルスキルをまとめています。 
 
　なぜノンテクニカルスキルが必要なのか。僕はテクニカルスキルに裏打
ちされたノンテクニカルスキルを持つ人が最強だと考えます。テクニカル
スキル、つまり専門的な知識や能力は当たり前に持っていて、その上にプ
レゼンテーション（プレゼン）やコミュニケーションという潤滑油となる
能力、つまりノンテクニカルスキルをあわせると、いろいろな人に専門的
能力のメリットを伝えられたり、広めたり、適応できたりと叡智のシェア
につながると考えています。医療では今、テクニカルスキルとノンテクニ
カルスキルの融合が大切だと考えています。

　しかし、今の教育のほとんどはテクニカルスキルに偏っていて、ノンテ
クニカルスキルを軽視さえすることになっています。コミュニケーション
の軽視は医療事故を大きくしてしまうと考えます。なのになぜ、コミュニ
ケーションやプレゼンの方法を正しく、それもレベルの高い方法を教えな
いのか。医師は医療のことだけをしていればいいのか。僕は 37歳の研修医
になったときにとても困りました。自分の倍ほど生きてきた人にどうやっ
て病態をわかりやすく説明し、治療方針を「医者にお任せ」ではなく一緒
に考えてもらうようにするにはどうすればいいのかと真剣に悩みました。
周りを見ても答えがあるわけではなく、先輩の真似をしても知識量が絶対
的に不足している状態ではうまくいかなかったのです。

　そんなとき、自分が好きで進めてきたプレゼンのワークショップで自分
が言っていたことを思い出しました。

　「相手の頭の中の言葉で語る」
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 　これを実践しようと思いました。 
　病態説明の時にたとえ話を使い、相手が知りたいことを予想して正しく
伝え、治療の方法も選択肢がある場合は図を書いて説明するなど、相手の
能力に沿った説明をするようになりました。
 　 話すときはその場にあった表情を作りながら、ペースも相手に合わせる
などコミュニケーションの手法を実践で使うようになりました。看護師さ
んをはじめとした病院スタッフには共通認識がある分野は専門用語で、医
療職でない方々にはわかりやすい言葉を使って正しく伝達することをモッ
トーとしました。
 　 そうするとだんだんと悩みが消えてきてある程度考えなくても自然にう
まく伝えることができるようになりました。机上の理論を重視するのでは
なく、どんどん実践で使ってTry & errorで正しいものを見つけにいくよ
うにすることが、結局は一番いいコミュニケーションの形を得ることを体
験しました。
　研修医は時間が足りません。時間管理をしっかりしないといろいろと後
手に回ることも経験しました。最短距離を見つける方法も大切ということ
に気づき、ひたすらに効率化する方法も考えました。効率化しすぎると失
うものもあるということにも気づきながらいろいろな方法をシンプルに考
えました。

　結局は「本質」を知ることが大切ということに最終的に気づきました。
どんな事象にも、どんな言葉 にも本質が必ずあり、それを理解する方向に
向かっていけばよいということに気づいたあとは、かなり研修生活が楽に
なりました。
　その本質を知るために大量の本を読み、知識を入れながらも、自分の考
え方の軸（行動指針の枠組み）をシンプルに持つようにしました。それら
がこの書籍で何回も出てくる「ヒト・モノ・カネ」、「彼を知り己を知れば
百戦殆

あや

うからず」、「２W１H」です。今もこの３つをベースでほとんどのこ
とを判断しています。自分の軸を手に入れた時、体が軽くなったような気
がしました。本当に楽になったのでしょう。
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　本書ではそんな僕の行動指針をはじめとして、ノンテクニカルスキルを
実戦形式で紹介しています。エビデンスがほしい方は成書と一緒にお読み
ください。しかし、エビデンスだけで行動するとなかなかうまいこといか
ないノンテクニカルスキルが必要となる場面では、ぜひ本書を参考にして
みてください。
 2019年 4月

笹本浩平

自分の軸（行動指針の枠組み） を
持つことで世界は変わります。ぜ
ひ教科書やデータだけに振り回
されず、自分の軸を正しく持って
行動してください。人生、少し変
わるかもしれませんよ??
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新たな気づきを
持ち帰ってほしい

　僕が人と関わりあうときにいつも考えていること、最近では自然にできるように
なったことは、「僕に会うことによって新たな気づきを持ち帰ってほしい」ということ
です。今まで様々な年齢、業種の人のことを考えたり、対話したり、一緒にイベント
を立ち上げたりしてきた中で、「全方向性メリット思考」 というのが自分の軸の一つで
あることに気づきました。
 　ひとつのイベントに対して目標や、公言しているメリットだけでなく、一人ひとり
がそれぞれ違う何かを持って帰っていただけるように、誰にも損をさせないように話
したり、行動したり、企画することで、全体に和（輪）ができ、納得し、みんな笑顔
になる…　そんな経験を続けていくことで、僕自身が結局は救われているような気が
します。
 　そしてさらにみんなを笑顔に、自分を笑顔にするために、常に相手の立場に立った
ことを目の前で迅速にタイムリーに展開するスパイラルを回す。このことの総和に
よって、今の自分があるのだと思います。今の僕を作っているのはみんなの笑顔、み
んなの納得なんだと思います。

1

 ノンテクニカルスキルの話 

　僕は本が大好きです。医師になった今も医学書はもとより、さまざまな
ジャンルの本を読むようにしています。とくにビジネスやプレゼンテー
ション（プレゼン）の本は好きで、何とかヒマを作って話のネタのために
読んでいます。そういった話のネタを大好きな仲間たちとの飲み会で話す
のです。
 　ある学会の懇親会で大量のブルーシートを敷いた広大な空間で、ある後
輩に言われました。「笹本さんの話って、飲み会で酔って聞いてるのになぜ
か覚えてられるんです。私の知りたい話をしてくれてるのはわかるんだけ
ど、なんで頭に残るんだろう…」と。
 　だいたい飲み会では症例の話や医学的な話はしません。行動指針の枠組

本書の目的序章
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み（自分の軸）、コミュニケーションの手法、時間感覚、プレゼンなどの話
ばかりです。医療の周りにあるけど、それは根底に流れる社会人としての
スキル。つまり「ノンテクニカルスキル」 の話をするのです。特にプレゼ
ンの話はわかりやすいらしい…。そういう話をして喜んで帰ってもらって
数年後、久しぶりに会った後輩から、「先生に教えてもらったプレゼンテー
ションの方法やスライド、今でも使ってます」と。嬉しいじゃないですか。
使える知識を提供できていたんだとこちらも嬉しくなりました。
　でも気づきました。そもそも飲み会で話している内容をこちらが覚えて
いない…。たいていは次の日に原因不明の全身倦怠感を呈した状態になっ
ているので、どんな話をしたか覚えていないのです。それではこれからど
んどんと忘れる頭になっていくのに質の担保ができなくなってしまう。だ
めだー!!　新たな気づきを持って帰っていただくには、どの話もいつも質の
担保をしておかなければならないのに…。でもいつも同じような話はでき
ている。謎のシステムですね。
　そんなとき、金芳堂さんに書籍執筆の依頼をいただきました。主に医学
生や若手医師に早く知れば知るほど役に立つ医療の周辺の話「ノンテクニ
カルスキル」を簡単に実践してもらえるような内容でいかがかと。それっ
て僕の飲み会でのカンニングペーパーを作るってことですやん。今ちょう
どやりたかったことですやん。ということで二つ返事で執筆させていただ
くことになりました。ありがとうございます。

自己紹介

　そういえば、自己紹介がまだでしたね。僕は 1979年 8月生まれの大阪人
です。幼稚園以外すべて公立教育機関で学びました。大学は大阪府立大学
総合科学部数理・情報科学科を卒業し、予備校の数学講師や教務主任をし
たり、クリニックで経理処理の仕事をしたりといわゆるフツーのサラリー
マンでした。しかし、クリニックで治っていく患者さんを見たことが、人
生のターニングポイントになりました。「これや!! これを提供するプレイ
ヤーになるんや!!」と一念発起して 2010年４月に京都府立医科大学医学部
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医学科に合格。６年で無事卒業し、医師国家試験は一回で合格しました。
初期研修で福井県の市立敦賀病院で全科当直（内科、外科、皮膚科など診
療科の区別なく何でも診る）にもまれ、病棟管理の基本を教えていただき、
後期研修は新専門医制度 1年目で総合診療を選択し、三重県の名張市立病
院総合診療科で診療することになりました。個性的でパワフルな先生たち
に囲まれて上限のない研修を受けました。
　ここでも、よく質問を受けます。「なんでその研修先を選んだんですか？　
失礼かもしれませんが、そんなに有名なところではないですよね??」と。
これについても病院説明会の回り方にしっかりと軸を持っていて、それを
実践しただけなのです。それも２施設とも自分にドンピシャの研修でとて
も充実した時間を過ごし、学生時代以上に積極的に医療系イベントに参加
し、いろいろなキャリアアップもさせてもらえました。本文中でこのこと
にも触れましょう 。
　そんな研修の間にも「ノンテクニカルスキル」をどんどんと磨いていき
ました。実際に診療をするときのコミュニケーションスキルの向上、医療
系プレゼンテーションといわゆる劇場型プレゼンの違いの実践、チームビ
ルディング、キャリアアップの際の勉強方法、そして何より研修現場での
教えられ方。この経験が今の自分を形作っていると考えています。そして
それらの経験を後輩に伝えて納得してもらって自発的に実践してもらえる
ことで、ようやく自分の行動指針は間違っていなかったのだと自信を持っ
て言えるようになったのです。

　この本では、医学生や若手医師向けに今知っておくとおトクに実践でき
るノンテクニカルスキルをまとめています。若い学年の医療関係者の皆さ
んにも参考になると思います。一つひとつの詳しい理論は成書に譲ります
が、ここでは実際に実践してきた「実践的な智恵」を書いていきます。し
たがってエビデンスなどはありません。むしろ、実践してきたからこそ生
まれてきた方法論を簡潔にわかりやすく述べ、すぐに実行できるヒント
（Baby Step）を書くことに注力しました。この本で僕の行動指針を通じて、
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さまざまなスキルを身につけ、実践していってほしいと願っています。ぜ
ひ踏み台にして、より高みを目指してください。
　そしてこれを書いた後ももちろん新しいネタはどんどん生まれていま
す。そんなup-to-dateな話はまた飲み会で。

 30 歳から医師を目指した理由

　僕は2010年に京都府立医科大学に合格しました。時に30歳でした。12年
遅れての学生として実は負い目を感じていることもありました。医師になるに
は多大な税金が投入されているといわれています。同じ医師になっても僕は10
年くらいほかの皆さんより医師人生が短く、体力も下がり調子のころに初期研
修を始めるわけです。費用対効果としては明らかに若い人のほうが得であり、
将来性もあるでしょう。
　しかし、そういわれたとしても、自分の挑戦や経験が誰かの役に立つのでは
ないかと思って頑張りました。日本という国は、挑戦は何歳になってもできる
素晴らしい国です。数学者＋教師＋医師のアビリティを持つ医師がいたってい
いじゃないか、今までの経験が役に立つ場面だってあるんじゃないかと思って
日々勉強しました。
　合格してからも必死で勉強をしました。30歳で初めて生物を真剣に勉強し
ました。DNAやイオンチャネルの存在も31歳で初めて知りました。わからな
いことは 12年も年下のクラスメイトに聞きました。分け隔てなく接してくれ
るみんなにとても感謝しました。確かに自分のコミュニケーション能力は人よ
り高かったかもしれません。でもそれを受け止めてくれる仲間がいたのです。
その存在には今でも強く感謝しています。そして今でも仲間として接してくれ
ています。うれしい限りです。
　挑戦は新たなプラスのスパライルを生みます。若い皆さんがどんどん新しい
挑戦をし、成長していく時代です。僕ができることはその挑戦について人生を
少しだけ長く生きている人間としてアドバイスするくらいです。そのアドバイス
もsmash hit を打てるときがあって、その内容をこの本に記しています。この本
はみんなから得た時間で作られています。この場を借りて感謝いたします。

僕の行動指針
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行動指針の枠組み
（自分の軸）を持とう

　よく「自分が迷子になっている」ということを聞きます。人生においてある判断を
しないといけない岐路に立った時に大きく悩むことがありますよね。すべての事象に
対しては対応できなくても、ある程度の行動指針の枠組み（自分の軸）を持っておき、
それを人生の流れの間にアップデートしていくことがその悩みに対する答えだと考え
ています。自分の行動を最終決定するのは、自分ですから。

　僕の行動指針の枠組みは大きく以下の３つです。

　　「ヒト・モノ・カネ」
　　「彼を知り己を知れば百戦殆

あや

うからず」
　　「２W１H」

　判断に対して何か軸となるよりどころをもっていろいろな事象に対処するのです。
そうしていくと、一つひとつの判断に対して自分として、だんだんと考えを標準化す
ることができ、自信が出てきます。判断はその後の展開を左右することもあり、きわ
めて重要なターニングポイントとなる場合があります。

 　 人は一人ではそんなに大きいことはできません。昔の人の考え方に倣
なら

ったり、周り
の人の影響を受けたりすることは往々にして存在しますし、それが悪いことではあり
ません。しかし、まず「自分」が存在していることを認識してください。自分がいて、
相手があって、それらが存在する空間がある。そういった多次元空間として世界を捉
えることが大切なのです。その時に何か軸になるものをもって世界を見るクセをつけ
ることでいろいろなことを相対的に理解したり、必要とする情報が集まったり、目の
前にある問題や重要な選択に対して、上手に正しく判断できたりするのです。

　本書では僕の行動指針の枠組みをベースに書かれているので、まずはその解説をし
ます。

2

本書の目的序章
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　この行動指針の枠組みは、以下のようなものです。

ヒト：対象者、チームのメンバーなど、その判断に対して利害関係

が発生する人々

モノ：必要物品、使える機械など。とりまく環境についてもこちら

に含みます

カネ：かかる金銭、費やす時間、利益など、自分を中心とした損得

にかかわること。利害関係が発生する人々の損得も含みます

　上記が言語化でき、大きくプラスに傾く場合にその方向に進むのです。
言語化できず、何となく良さそうという考えは、大きな決断の時にはでき
るだけ排除します。大きな決断でない場合も意識して「ヒト・モノ・カネ」
を考えた行動を心がけます。
　そうした一つの例として「大阪どまんなか」という総合診療勉強会を立
ち上げました。勉強会立ち上げの際は当時は１年上の医学生さんに声をか
けられて、１回の飲み会で２つ返事でOKを出しました。それは「ヒト・モ
ノ・カネ」で考えて明らかにメリットが大きかったからです。

ヒト：対象は医学生と医師。スタッフも参加者から募集。国立大学

の事務員さんもお手伝いしていただける。特任助教がアポイ

ントメントを含めたバックアップ体制をとってくれる

モノ：国立大学が全面的にバックアップしてくれる環境。開催する

ハコ（会場・設備）もしっかり確保できる

カネ：年限や使える額に制限はあるが、勉強会運営としては、ある

程度は使える状態。大学にとっては事業として大きな実績と

なる。講師の先生には医学生の勉強会だからといって手弁当

ではなく、大学の特別講師としての支払いを行える準備がそ
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ろっている。スタッフは有名講師の先生と近い距離でつなが

りが作れるのと同時にイベント運営の経験を積める。参加者

は普通では聞けない有名講師の話を一気に数人聞けるだけで

なく、普段会うことがないであろう他大学の人たちとのつな

がりを作れる。自分自身には大きなプロジェクトを動かすと

いう非常に得難い経験を得ることができ、広い人脈の形成が

できるはずです。

ほぼ全方向にメリットがある。

（ただし、お金が大きく動くことを考えるとプロとしての対応が必要）

自分の成長につながる

引き受けよう。やってみよう！

となるわけです。失うことがあるとすれば医学の勉強時間でしょう。そこ
は時間最適化を使えば取り返せると思ったので、人生の一コマを勉強会立
ち上げにかけてもいいと考えて実行しました。
 　結果、たくさんの友人ができ、たくさんのつながりができ、たくさんの
経験を積むことができました。時給換算なんてバカらしいくらいのprice-
lessな時間を過ごしました。年限が決まっているからこそ集中してできた
ということもあります。人間、目標が決まっていないとダラダラとしてし
まうようです。

　ちなみに、「プロとしての対応」とはお金をもらっている以上、対価とし
て何らかのメリットを与える、ということです。学生であればネット講義
の視聴に対してお金を払う代わりにわかりやすい講義を対価として享受す
ることがそうですし、医療であれば国民の健康を守る代わりに診療報酬を
受けるなどです。対価が提示できない場合は、信頼を失うことも少なから
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ずあります。プロとしての対応をするためにはまず相手のニーズを理解し、
そのニーズに対してプロとしてできることを提供することが必要です。
ニーズについては第３章で詳しく述べます。

彼を知り己を知れば百戦殆
あや

うからず

　この言葉は、中国の春秋戦国時代（紀元前 770年～221年）に孫武という
武将が記したといわれる『孫子』という 13篇からなる兵法書の『謀

ぼうこうへん

攻篇』
に記されています。この故事の意味するところは、「敵と味方、双方の事情
通になれば、百戦しても危険なし」ということです。ここでの「彼（敵）」
とは「情報」であり、「己（味方）」とは「自分の長所」を指します。
　元の文章は「彼を知り己を知れば百戦殆

あや

ふからず。彼を知らずして己を
知れば一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば戦ふ毎

ごと

に必ず殆
あや

ふし。」であ
り、自分のことがわかっているだけでは勝負は五分の戦い、両方知らなけ
れば負け戦に近いということです。どんなことも自分と相手の情報を集め
るかがキーとなってくるということを表しています。

「彼を知る」
　世の中のトレンドは情報戦であり、「本質を見出す」、「本質を語る」こと
が重要です。本質とはそのものごとの根本の性質・意味・要素であり、他
人が他人の考え方で意味を修飾して伝わったものではなくピュアな性質・
意味・要素のことです。「いろいろ言われているけど、それって結局○○よ
ね」という会話文であれば○○の部分が本質です。本質を見出し、語るに
は情報が必要です。いま立ち向かっている問題に対してできる限りの情報
を集めます。情報の集め方の基本は本質である「一次情報」にあたり、本
質に近いが、集めやすく使いやすい「二次情報」をできるだけ信頼のある
筋からの情報を集めることにあります。
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一次情報：他者の解釈のない大元の純粋な情報源

二次情報：まとまっているが他者の解釈が入っている情報

　一次情報のメリットは大元の情報なので他人による解釈が入っていない
純粋な情報であること。デメリットは一般に手に入れにくいことです。
 　 そして内容に数字があるときには注意です。数字にはとても説得力があ
ります。文学的な表現より、一つ数字が出されるとたちまちその情報を信
じてしまう傾向にありませんか？　そういったものが数字の魔力（マジッ
ク）と呼ばれています。
 　数字に対しては敏感に反応してください。数字の魔力（マジック）から
逃げるたった一つの方法は「その数字の出どころを明らかにする」ことで
す。その数字がなぜ発生したか、どこからどのような計算方法で発生した
かがわからないときは完全には信用しないほうがいいです。なぜなら数字
は作り手が好きなように設定でき、作り手が、見せたいように表現してい
る可能性があるのですから。統計の計算方法を知らない人のほうが多いの
で、詳しい計算方法やデータの表示法、収集法などの統計手法を知ってい
る人たちが情報を操作することさえできるのです。

　二次情報のメリットは情報がまとまっていて扱いやすく手に入れやすい
ことです。デメリットは他者の解釈が入っているので間違った内容や意味
が伝わってしまうリスクを許容しないといけないことです。
　たとえば大学の定期テストに当てはめてみましょう。
　定期テストに絶対的に必要なものは「過去問」です。過去問なしに戦う
のはどんな問題（敵）が来るかわからないところに向かっていって壊滅す
ることとほぼ同等です。特に基礎医学は膨大な知識量を短時間で詰め込ま
れるわけですから、どの項目から出題してくるかわからないうえに、授業
によってはメリハリがないためにどれが大事なのかがわからないことがあ
ります。
 　ここで、一次情報と二次情報は以下のようにまとめることができるでしょう。
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一次情報：試験範囲と講師が授業中に言った「試験に出る分野とそ

の解説」と「大切なところとその解釈」

二次情報：学生によって再現された「過去問」と「模範解答」

　一次情報からは今年の試験問題について一番有力な手がかりが示される
のですが、総じてどんな問題が出るのかまでは教えてくれません。また、
講師の熱の入れ方が一定すぎる場合、どこが重要ポイントなのかがわから
ないこともあります。
　二次情報はしっかりまとめられたテスト形式になっていて情報収集とし
ては比較的楽で簡単ですが、ひとたび間違った情報・解答が手に入れやす
い状態で流れてそれが受け継がれると、過去問再現の精度が落ちてしまっ
たり、間違った知識を学んでしまったりというデメリットが発生します。

　こうしたデメリットを減らすためには、一次情報と二次情報を複数の
ソースから手に入れることが大切です。つまり「情報の裏を取る」という
作業をするのが重要です。
　一次情報は講師の先生に直接聞きに行き、話をする中で有益な情報を手
に入れます。先生もテスト問題自体は言わないけれど重要なことについて
は質問に答えてくれるはずですし、教えてくれるはずです。本来講義で伝
えたい内容なのですから。
　二次情報もいろいろな情報ソースがある場合はいったんまとめて最大公
約数を取るという作業が必要です。たとえば、複数の再現資料に共通の問
題が掲載されていれば、その問題が出題された可能性は、より高いと言え
ます。解答についても出典など根拠が示されている場合は、精度が高い可
能性があります。しかし、その出典元が、その文脈に合うかどうかは吟味
が必要です。

「己を知る」
　自分のことをアピールすることは意外と難しいものです。自分の長所と
短所を１つずつ合計 30秒（約 200文字）で相手に紹介できるかどうかを実
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践してみてください。なかなか難しいと思います。自分の長所がなかなか
見つけられない場合は自己肯定感を高めることが必要です。短所は意外と
見つけやすいものです。どちらも客観視が必要で、自分を少し離れた「カ
メラ」で見るような感覚が必要です。また、客観視するために周りの評価
に耳を傾けることも必要です。ただし、周りの評価は恐れないでください。
それが全てではないのですから。
　「己を知る」ということは自己ブランド化につながりますが、これは第 1
章の 最後に詳しく述べます。

２W１H

　「すべての行動は目標からの引き算で構成される」ということを念頭に置
いて行動しています。そのための行動指針の枠組み（自分の軸）が「２W
１H」です。２W＝Why・Whatであり、１H＝Howです。

Why＝目標（目的・達成したいこと）

How＝目標に必要な方法論

What＝やるべきこと（具体的な条件）

　この枠組みを用いてどんなことに対しても目標設定するクセをつけ、意
図しなくても目標に必要な方法論とやるべきことを実行できるようになる
ことが必要です。２W１Hの考え方を身につけて意識することなく自然と
自分の周りの社会に浸透させることができれば良いチームビルディングが
できますし、プレゼンテーションで重要なことを伝えるためのシンプルな
思考などにも応用できます。この内容については本編でまとめてあります。

　みなさんもぜひ自分の軸を作って行動してみてください。行動指針の枠
組み（自分の軸）の作り方はいろいろな問題について立ち向かった時のこ
とを記録しておいて後で振り返り、「共通する考え方を簡単な言葉や使いや
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大学の試験を行う本質

　ある教授に聞いたことがあります。「うちの教室の過去問を再現するのはいいん
だけれど、問題文が間違っていたり、解答に至っては明らかに間違っていたりす
るものがあって、それに疑問を抱くことなく伝わっているみたいだ。そのおかげ
でみんな間違った解答を書いているんだ。当教室では知るべき学ぶべき内容を正
しく学んでほしいのだけれども…」と嘆いていらっしゃいました。
　当時、過去問のまとめを扱っていた僕としてはなるほど、素晴らしい教授とい
うのは学生の行動を読んで、それに教えたいことをうまく乗せていってくれるの
だなぁと感動しました。反対に困った教室は医学生に不必要であるような難しい
問題や専門の知識を入れて近々の国家試験にも到底役に立たない問題にして力試
しをするという本末転倒なところもありました。本来医学部という組織は医師に
なったり医学研究者になったりしたときに最低限必要な知識や先輩医師・医療者
たちと議論するときに持っておかなければならない「現場の常識」を全員に学ん
でいただき、最低限以上の知識がそろった初期研修医・研究者を世に輩出するも
のだと思っていたのにがっかりしたことを覚えています。

僕の行動指針

すい熟語、故事成語で表現する」という方法があります。そうするために
はたくさんの知識を得る必要があり、そのためにはたくさんの本やWebの
記事を読んだり、一次情報と二次情報を行ったり来たりして情報の本質を
見極めたり、いろいろな人の話を聞いたりして、自分の世界を広げること
が最重要となっていきます。これらの作業自体が自分の成長につながって
いき、自然と行動指針の枠組み（自分の軸）が完成していくのだと考えま
す。若い方は焦らず、地道に実行していけば自然に身についていくので心
配しないでください。そのためのヒントがこの本にはいろいろと書いてあ
ります。自分探しの一助としても使ってみてください。
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おわりに

　僕は医学生になったとき、「教育ができる医師になりたい」と思っていま
したし、今もその夢を持ち続けています。この先何年たっても、仮に実現
したとしても満足しない目標です。
　「教育ができる」を素因数分解すると、教育をする相手つまり「あなた」
が存在するのです。その「あなた」に対して「わたし」がいて、伝達方法
という技術が必要になりました。
　「医師になりたい」を素因数分解すると今度は「目標」「方法論」「今すべ
きこと」に分けることができて、目標からの引き算で考えることが必要に
なりました。必要に迫られたとき人間はいろいろなことを自分の経験と知
識の中から打開策・解決策をひねり出します。その時にシンプルに考える
ことこそが前へ進めるアイデアを生みます。

　そして必要に迫られたとき人間は自分でもびっくりするような力を発揮
することができますよね。僕の好きな漫画の一つ「北斗の拳」では「人間
は自分の潜在能力の 30％しか使うことができんが北斗神拳は残りの 70％
を使うことに極意がある」とあります。まさにこれなのです。勉強や仕事
を進めるときも目標をもち、自分の能力だけでなく、必要に迫られたとき
にさらなる能力を発揮できるようにするために基礎力を常に鍛錬していく
…その基礎力というのがテクニカルスキルとノンテクニカルスキルです。
テクニカルな部分は人それぞれの専門分野によって違いますが、ノンテク
ニカルな部分はだいたい同じだと思います。そのだいたい同じ＝総論をこ
の書籍でまとめてみました。

　ところで、この本を書こうとしたきっかけは、いつも飲み会で話してい
ることのカンニングペーパーのまとめでしたが、執筆していると結局は自
分の夢に対してのアプローチ法をまとめていくという形になりました。以
前に自分の夢へのアプローチ方法を応用して周りの人に話したとき、とて
もウケがよかったのです。僕としては当たり前の考え方なのになんでウケ
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るんだろう？と今になって考えました。はじき出した一つの答えが「人生
の有意義な歩み方をシンプルに実践している」ということだったのです。
　僕は、目標へのアプローチに対して時間感覚をもってみんなと自分のメ
リットを望んで実行する…ただこのことを高速に繰り返しているだけで
す。綺麗事はいらない、要は勝てばいい…そんなともすればアウトローな
考え方で目の前の問題に当たっているだけなのです。複雑な世の中だから
こそ、シンプルなアプローチが新鮮で、手っ取り早く実行できることが魅
力的に映るのではないでしょうか。
　いま、医療界も含め、世の中はどんどん多様化・複雑化していき、本質
が何なのかをとらえにくい状態になっています。いわゆるchaosの状態で
す。医療の世界も多様化し、プライド同士の戦いのようなことも残念なが
ら見られます。本質はそんなしょうもないことではなく患者さんが健康に
なると同時に、医療者も健康で職務を全うすることだと思います。最近は
働き方改革などでいろいろと時間に対してうるさく言われることもあると
思います。頼まれたら断れない人は重責にさいなまれてドロップアウトし
てしまうかもしれません。そんなときもこの本を読んでコミュニケーショ
ンのレベルを上げ、頼まれごとが発生したら正しく「たたかう」「にげる」
を選択できる強い大人にレベルアップしてください。人生のレベルアップ
のファンファーレが聞こえるうれしさ、楽しさをみんなで共有できる世の
中を願っています。

　ここまで読み進んでいただけたことを感謝いたします。この本に書かれ
ている内容を実践して、さらなる高みへ、さらなるつながりを得ていただ
ければ幸いです。
　次の一手は何のためにあるのか。またいろいろなアイデアをもって実行
していこうと企んでいます。

笹本浩平
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教員経験を生かし、医学教育を実践できるリサーチマインドを持ち合わせた総合診療医
をめざしている。
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